
第4期 定期社員総会 
 開催期日: 平成28年10月2日 

 開催場所: ホテルハウスサンアントン内 事務所 

一般社団法人 ジャスト・ラビング・スキー 



第4期定期社員総会開催日時・場所 

 開催日時 

 2016年10月2日(日) 15:00～16：30 

 場所 

 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9515番3号地 

一般社団法人ジャスト・ラビング・スキー事務所 
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議案 

 第1号議案 第4期活動報告 

 

 第2号議案 第4期会計報告・監査報告 

 

 第3号議案 第5期活動方針 

 

 第4号議案 第5期予算案 
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第1号議案 第4期活動報告 

自2015年8月1日～至2016年7月31日 



第4期 活動報告 総括 

 支援金(法人1件、個人23件) 

 総額 2,309,500円 

 長野放送NBS祭りにブース出展 

 JLS活動告知・支援金募集 

 パネルディスカッション登壇 

 トップレーサーズキャンプ主催 

 雪不足のため中止 

 SAJアルペン部への寄附 

 2度に分けて総額3,050,000円(第3期からの繰越金含む)を寄附 

 JLSの告知活動 

 Facebookページ「いいね！」第3期末908  第4期末962 

 支援金の㈱CloudPayment決済対応 

 支援金 264,500円に対し、発生した利用料・手数料 115,318円 

 利用料・手数料に課題 => 第5期に決済方法を変更 
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支援金(入金) 

 総額   2,309,500円 

 JLS一任    2,245,000円 

 男子シニア  16,000円 

 女子シニア  16,000円 

 ジュニア    29,500円 

 ユース     3,000円 
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長野放送NBSまつり2015に出展 

 長野放送(竹節様)よりお声がけいただき、NBSまつり
2015(9月12・13日)に出展 

 NBSでの打合せ計5回 

 JLSの活動の告知、支援金の募集、パネルディスカッ
ションへの登壇 
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長野放送NBSまつり2015に出展 

 会場にて集まった支援金 

 

 JLS法人運営費 24,000円 

 

 チーム支援金  5,000円 

 女子シニア指定  3,000円 

 JLS一任   2,000円 
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長野放送NBSまつり2015に出展 

 パネル、パンフレット、集金箱、通信費 

 経費計24,556円 
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SAJアルペン部への寄附 

 第1回 2,800,000円(2015/10/10) 

 女子アルペン 2,500,000円 

 男女ユース 300,000円 
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SAJアルペン部への寄附 

 第2回250,000円(2016/2/1) 

 ワールドカップチーム(シニア・ジュニア)合宿費 
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第4期 活動報告 法人住民税 

 法人住民税(村民税・県民税)の支払い 

 法人村民税(野沢温泉村) 

 JLS第3期分 平成26年8月1日～平成27年7月31日 50,000円 

 第4期(平成27年9月11日)に納付 

 第3期末貸借対照表における未払金を解消 

 JLS第4期分 平成27年8月1日～平成28年7月31日 50,000円 

 第4期末貸借対照表には未払金として記載 

 第5期(平成28年9月13日)に納付済み 

 法人県民税(長野県) 

 平成28年度分 平成27年4月1日～平成28年3月31日 21,000円 

 平成28年4月26日納付済み 
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㈱CloudPayment社での支援金募集の課題 

 ㈱CloudPayment社の決済代行サービス 

 月額固定費8,640円(消費税込) 

 1件あたりのカード決済手数料率(+使用料5円) 

 VISA・MASTER  2.9% 

 JCB・AMEX・DINERS 3.5% 

 

 課題 

 支援金の入金がなくても毎月固定費がかかる 
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第2号議案 第4期会計報告・監査報告 



第4期 収支決算報告書(運営費会計) 

1. 運営費会計(単位:円) 
(収入の部) 

項   目 予算額 決算額 決算－予算 摘     要 

会費(個人正会員) 25,000 25,000 0 年会費(理事5名分) 

会費(個人賛助会員) 30,000 0 -30,000 個人賛助会員4名分の年会費は、支援金口座のサービス利用料に充当 

JLS運営寄付金・法人賛助会員会費 250,000 54,000 -196,000 24,000円(NBS祭り2015)、30,000円(片桐逸子氏) 

雑収入   0 28 28 利息 

収入合計 305,000 79,028 -225,972   

(支出の部)     

項   目 予算額 決算額 決算－予算 摘     要 

法人村民税 50,000 50,000 0 JLS第3期分(未払金)の納付 

法人県民税 21,000 21,000 0 平成28年度分 

需用費 消耗品費 30,000 24,556 -5,444 NBS祭りパネル・ちらし印刷代等 

活動費 通信費・交通費等 150,000 10,017 -139,983 カード年会費、㈱クラウドペイメントサービス利用料1ヶ月分 

ホームページデザイン費 50,000 0 -50,000   

          

支出合計 301,000 105,573 -195,427   

    

当期剰余金 4,000 -26,545 -30,545 収入合計－支出合計 

前期繰越金 163,461 163,461 0 第3期より繰越 

次期繰越金 167,461 136,916 -30,545 決算額136,916円を次期に繰越(三井住友銀行口座期末残高と一致) 
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第4期 収支決算報告書(支援金会計) 

2. 支援金会計(単位:円)     

(収入の部)     

項   目 予算額 決算額 決算－予算 摘     要 

寄付金(楽天銀行へ直接振込) 3,000,000 2,045,000 -955,000   

寄付金(クラ
ウドペイメント
経由) 

  0 264,500 264,500 賛助会員4名分の年会費を、支援金口座のサービス利用料に充当 

事業収入 1,500,000 0 -1,500,000 トップレーサーズキャンプはキャンセル 

雑収入 0 96   利息等 

収入合計 4,500,000 2,309,596 -2,190,404   

(支出の部) 
項   目 予算額 決算額 決算－予算 摘     要 

指定寄付 5,000,000 3,050,000 -1,950,000   

振込手数料 1,000 516 -484   

法人カード年会費 4,050 4,050 0   

CloudPayment利用料(11ヶ月分) 103,680 115,318 11,638 サービス利用料・手数料・消費税 

未払金 0 -8,667 -8,667 クラウドペイメント社12月分未引落額 

支出合計 5,108,730 3,161,217 -1,947,513   

当期剰余金 -608,730 -851,621 -242,891 収入合計－支出合計 

前期繰越金 901,652 901,652 0 第3期より繰越 

次期繰越金 292,922 50,031 -242,891 決算額50,031円を次期に繰越(楽天銀行口座期末残高と一致) 
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第4期 貸借対照表(平成27年7月31日現在) 
一般社団法人 ジャスト・ラビング・スキー 第4期末貸借対照表 

運営費会計の部 平成28年7月31日現在 

  [資産の部] 金額(円)   [負債の部] 金額(円) 

  流動資産   流動負債   

    三井住友銀行 136,916   未払金(法人村民税) 50,000  

    楽天銀行 0  固定負債 0  

  固定資産 0  [負債の部合計] 50,000  

  繰延資産 0    

        [純資産の部]   

  前払金   基金 0  

      寄付金 0  

      剰余金 86,916  

        

        

      [純資産の部合計] 86,916  

        

  [資産の部合計] 136,916    [負債・純資産の部合計] 136,916  

支援金会計の部 平成28年7月31日現在 

  [資産の部] 金額(円)   [負債の部] 金額(円) 

  流動資産(寄付金)   流動負債   

    三井住友銀行 0  
 未払金(CP社サービス利用料
未引落分) 

8,667  

    楽天銀行 50,031  固定負債 0  

      [負債の部合計] 8,667  

        

        [純資産の部]   

      基金 0  

      寄付金 41,364  

      剰余金 0  

        

        

      [純資産の部合計] 41,364  

        

  [資産の部合計] 50,031    [負債・純資産の部合計] 50,031  
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第4期末 三井住友銀行残高(136,916円) 
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第4期末 楽天銀行残高(円) 
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第4期 収支報告書・監査報告書 
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第3号議案 第5期活動方針 
自2016年8月1日～至2017年7月31日 



第5期 活動方針 

 JLSの公益社団法人化(継続) 
 「社会的な信用度合いが違う」という猪谷さんのアドバイス 

 公益化に必要な手続きに関する調査を継続 

 JLS告知活動の継続・強化 
 Facebookページの充実、JLSサポーターネットワークの拡充 

 ナショナルチームOBOG会ネットワークとの協調体制を確立したい 

 JLSホームページリニューアル  現在「工事中」 

 クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」の活用  決済手数料5%で利用可能 

 デザイン見直しとSEO対策を施し、ホームページへのヒット数の向上を目指す 

 「ユースチーム」への支援を強化する 

 JLS運営経費について 
 法人村民税・県民税(合計71,000円/年) 

 JLS運営寄附金、賛助会員の募集活動 

 JLS運営に対する寄附金を募集(スキー業界関係法人への依頼活動開始) 

 法人賛助会員(年会費50,000円～)(目標50,000円×5口) 

 個人賛助会員(年会費3,000円)を募集(目標10人) 

 SAJアルペン部との協調 

 トップレーサーズキャンプを主催 
 2017年4月8～9日@野沢温泉スキー場にて開催予定 

 SAJアルペン部、TRC実行委員会、OBOGの協力体制を早期に仰ぐ 
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第4号議案 第5期予算案 



第5期 予算案(運営費会計) 

1. 運営費会計(単位:円) 
(収入の部) 

項   目 予算額 摘     要 

会費(個人正会員) 25,000 年会費(理事5名分) 

会費(個人賛助会員) 30,000 個人賛助会員10名分 

JLS運営寄付金・法人賛助会員会費 250,000 50,000円×5口 

        

収入合計 305,000   

(支出の部) 
項   目 予算額 摘     要 

法人村民税 50,000 JLS第4期分(未払金)の納付 

法人県民税 21,000 平成29年度分 

需用費 消耗品費 10,000   

活動費 通信費・交通費等 150,000 交通費(キャンプ、打合せ、イベント参加)、カード年会費等 

ホームページデザイン費 50,000   

      

支出合計 281,000   

当期剰余金 24,000 収入合計－支出合計 

前期繰越金 136,916 第4期より繰越 

次期繰越金 160,916   
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第5期 予算案(支援金会計) 

2. 支援金会計(単位:円) 
(収入の部) 

項   目 予算額 摘     要 

寄付金 3,000,000   

事業収入 500,000 トップレーサーズキャンプより 

      

収入合計 3,500,000   

(支出の部) 
項   目 予算額 摘     要 

指定寄付 3,400,000   

振込手数料 1,000   

法人カード年会費 4,050 1,350円×3(岡部、佐藤、谷) 

CloudPayment利用料(5か月分) 43,200 クラウドペイメントからCAMPFIREへ移行予定 

      

支出合計 3,448,250   

当期剰余金 51,750 収入合計－支出合計 

前期繰越金 50,031 第4期より繰越 

次期繰越金 101,781   
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参考資料 
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第3期分 法人村民税領収書(第3期末 未払金を解消) 
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(株)クラウドペイメント支払い明細 

入出金発生日 売上金額 手数料 消費税 CP->JLS 
支払金額 

CPサービス 
利用料 

消費税 CP 
請求金額 

振込手数料 JLS楽天銀行口座入出金額 楽天銀行
入出金明
細チェック
欄 

2015/8/20 ¥13,000 ¥377 ¥30 ¥12,593 ¥8,020 ¥641 ¥8,661 ¥648 ¥3,284 ✔ 

2015/9/24 ¥42,500 ¥1,232 ¥98 ¥41,170 ¥8,005 ¥640 ¥8,645 ¥648 ¥31,877 ✔ 

2015/10/20 ¥50,000 ¥1,450 ¥116 ¥48,434 ¥8,050 ¥644 ¥8,694 ¥648 ¥39,092 ✔ 

2015/11/20 ¥133,000 ¥3,857 ¥308 ¥128,835 ¥8,000 ¥640 ¥8,640 ¥648 ¥119,547 ✔ 

2015/12/18 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥8,025 ¥642 ¥8,667 ¥0 -¥8,667 CP社から
未引落 

第4期未払金とし
て計上 

2016/1/20 ¥18,000 ¥522 ¥41 ¥17,437 ¥8,000 ¥640 ¥8,640 ¥648 ¥8,149 ✔ 

2016/2/26 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥8,000 ¥640 ¥8,640 ¥0 -¥8,640 ✔ 

2016/3/28 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥8,010 ¥640 ¥8,650 ¥0 -¥8,650 ✔ 

¥8,000 ¥232 ¥18 ¥7,750 ¥8,000 ¥640 ¥8,640 ¥0 少額のため5月精算に合算 

2016/5/26 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥8,000 ¥640 ¥8,640 ¥0 -¥9,530 ✔ 

2016/6/27 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥8,000 ¥640 ¥8,640 ¥0 -¥8,640 ✔ 

2016/7/26 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥8,000 ¥640 ¥8,640 ¥0 -¥8,640 ✔ 

売上小計 ¥264,500 

手数料等 
雑費小計 

¥7,670 ¥611 ¥96,110 ¥7,687 ¥3,240 ¥115,318 

Rev1 Copyright © 2016 Just Loving Ski 28 



平成28年度分 法人県民税領収書 

Rev1 Copyright © 2016 Just Loving Ski 29 



運営費口座台帳(三井住友銀行) 

日付 内容 支払先 出金 入金 支払者 

前期繰越金 ¥163,461  

2015/08/17 利息 ¥17  

2015/09/17 法人村民税 野沢温泉村 ¥50,000 

2015/09/17 NBSまつり2015 ¥24,000  

2015/10/01 NBSまつり2015経費仮払 谷祐輔 ¥25,000 

2015/10/02 NBSまつり2015仮払精算 ¥444  谷祐輔 

2015/12/18 サービス利用料 ㈱クラウドペイメント ¥8,667 

2016/02/10 カード年会費 三井住友カード ¥1,350 

2016/02/22 利息 ¥11  

2016/03/31 JLS正社員年会費 ¥5,000  谷祐輔 

2016/03/31 JLS正社員年会費 ¥5,000  児玉修 

2016/04/05 JLS正社員年会費 ¥5,000  佐藤久哉 

2016/04/05 JLS正社員年会費 ¥5,000  岡部哲也 

2016/04/12 JLS正社員年会費 ¥5,000  片桐逸子 

2016/04/12 運営費寄付金 ¥30,000  片桐逸子 

2016/04/28 法人県民税 長野県 ¥21,000 

出金計 入金計 

¥106,017 ¥79,472  

当期剰余金 -¥26,545 
次期繰越金(前期繰越金+当期剰余金) ¥136,916 期末残高と合致していることを確認 
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支援金口座台帳(楽天銀行口座) 

取引日 内容 支払先 出金(円) 入金(円) 残高(円) 入出金先内容   

2015/08/20 支援金     ¥3,284 ¥904,936 カ）クラウド ペイメント 

2015/09/17 支援金     ¥5,000 ¥909,936 ＮＢＳマツリ２０１５タニ ユウスケ 

2015/09/24 支援金     ¥31,877 ¥941,813 カ）クラウド ペイメント 

2015/09/29 支援金     ¥2,000,000 ¥2,941,813 カ）ヒカリエス．イ－ 

2015/09/30 利息     ¥64 ¥2,941,877 預金利息 

2015/10/13 寄付金 

SAJ ¥2,800,000   ¥141,877 みずほ銀行 渋谷支店 普通預金 0501194 コウエキサ゛イ
タ゛ンホウシ゛ン セ゛ンニホンスキ－レンメイ カイチヨウ ス
ス゛キ ヨウイチ（依頼人名：シヤ）シ゛ヤスト．ラヒ゛ンク゛．スキ
－ 管理番号：20151013-37773331） 

2015/10/13 手数料 楽天銀行 ¥258   ¥141,619 振込手数料（内消費税 ￥19） 

2015/10/20 支援金     ¥39,092 ¥180,711 カ）クラウド ペイメント 

2015/11/20 支援金     ¥119,547 ¥300,258 カ）クラウド ペイメント 

2015/12/28 支援金     ¥10,000 ¥310,258 ヤマダ マサヒコ 

2016/01/20 支援金     ¥8,149 ¥318,407 カ）クラウド ペイメント 

2016/02/02 寄付金 

SAJ ¥250,000   ¥68,407 みずほ銀行 渋谷支店 普通預金 0501194 コウエキサ゛イ
タ゛ンホウシ゛ン セ゛ンニホンスキ－レンメイ カイチヨウ キタ
ノ タカヒロ（依頼人名：シヤ）シ゛ヤスト．ラヒ゛ンク゛．スキ－ 
管理番号：20160201-41426646） 

2016/02/02 手数料 楽天銀行 ¥258   ¥68,149 振込手数料（内消費税 ￥19) 

2016/02/26 
サービス利用
料 

㈱クラウドペイメント ¥8,640   ¥59,509 ＪＣＢ）クラウト゛ヘ゜イ 

2016/03/28 
サービス利用
料 

㈱クラウドペイメント ¥8,650   ¥50,859 ＪＣＢ）クラウト゛ヘ゜イ 

2016/03/31 利息     ¥32 ¥50,891 預金利息 

2016/04/12 支援金     ¥30,000 ¥80,891 カタギリ イツコ 

2016/05/10 カード年会費 JCB ¥4,050   ¥76,841 （カ）シ゛エ－シ－ヒ゛－ 

2016/05/26 
サービス利用
料 

㈱クラウドペイメント ¥9,530   ¥67,311 ＪＣＢ）クラウト゛ヘ゜イ 

2016/06/27 
サービス利用
料 

㈱クラウドペイメント ¥8,640   ¥58,671 ＪＣＢ）クラウト゛ヘ゜イ 

2016/07/26 
サービス利用
料 

㈱クラウドペイメント ¥8,640   ¥50,031 ＪＣＢ）クラウト゛ヘ゜イ 期末残高と一致 
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編集履歴 

 Rev1 2016/10/1 

 収支報告書・決算報告書一部記載事項修正 

 運営費会計・支出の部 

 法人村民税 第4期分(誤)=>第3期分(正) 

 支援金会計・支出の部 

 CloudPayment利用料 12ヶ月分(誤)=>11ヶ月分(正) 

 

 「(株)クラウドペイメント支払い明細」ページを追加 
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               以上 
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